
スーバースタ…ロジェミナイ

ランカウイ、マレーシア

2017年 9月 12日 火曜日

到着 : 8:00am出発 :

日出 : 7:13am日 没 :

マレーシア、ケダ州の宝石とも呼ばれるラン

カウイ島。アンダマン海にある104もの島か

らなります。マレーシア本島からは北西に

約30kmのところに位置します。2008年 7

月 15日 、スルタン・アプドウ・ハリムは即位

50周年のお祝いを記念して、Lanょawi

Permata Kedahに名称変更することに同

意しました。

ランカウイ、マレーシア

3:00pm

7:22pm

75分リラクシング・オイル・ マッサージ(2名様分)

(176シ ンガポールドルー40SGD割 引)

75分ミネラル塩 50gmを用いたフットマッサージ(68シンガポールドルー18SGD割引)

60分のデラックス・フェイシャル(60SGD-38SGD害 131)

ヘアーウォッシュ、トリートメント&ヘアーカラーリング40%害I引

スパ&サロ

ご予約はExt.12515ま たは12505まで

12階前方のキングス・ネブチューンにて

今夜 ::

12:15am-1:00am

通常席:  SGD95

プレミアム席:SGDl10

10階前方、アクティビティ・センターにて

チケットご購入可能

アダルトショー
船長による操縦室ツアー

ご予約は 10階前方アクティビティーセンターに

て

(ご予約は夜 9時まで、先行順とさせていただ

きます。最大参加人数 30人まで)

*長袖とつま先がカバーされた靴でご参加くだ

さい

時計プロモーション

最大 30%オフ

9階中央、ホットスポット免税店にて

アニマリレトイライド
15分 -10 SGD

30分 -15 SGD
チャイルドケアセンター(11『皆後チつ

にてご利用可能です。

本日のスペシャル

最大 40%割引

お見逃しなく!!

9階中央のホットスポット免税店ヘ

是非お越し下さい。

毎日異なるセールがございます。
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8O0am

900am - 9{X}pm

1O00am-l0:4Sam

10:00am - 12i40pm

1Oy'5am -1 1:30am

1200nn - 12$0mn

1200nn - l20Onrn

1:30pm - 2:@pm

llSpm - 200pm

200pm - 2:45pm

200pm - 2:45pm

300pm - 3:45pm

400prn- 4:45pm

4:1Spm - 5:00pm

5:30pm - 6:00pm

5:30prn- 6:1Spm

545pm - 6:15pm

81Spnr 900pm

900pm - 9:45pm

9:45pm - 1030pm

10:30pm - 11:1Spm

11:00pm

I I:1Spm

12:lSpm- 1:00am

12:15ar llXlam

アクティビティは予告無しに変更する可能性がございます。

ランカウイのツアーに

'1加

されるお曜幹織はこちらにお1集まり
・
下さい

1ラストチヤンス1キャプテンのプリッジツア…のご予約はこちらで…

ラウターヨガ

映画 :The Fate of the FuHous

トリピアの壁 :楽しい地理学

“DREAM αR_Sin P´口OASE HO‐正ピのア勁レドた一チ少ットの入手は ・̈

期百タスあ夕明黒ヲこ謹らげ政揚″子発あ淳峰膚ごイ樫神質コ蓄紹鉾女弼踏)バ

コネクト4チヤレンジ

ゲームショー :ショップマスター

アート&クラフト:ペーバーランタン作り

ヘアリストによるヘア・スカルプ・コンサルテーション&プロダクトトーク

チヤチヤラインダンシング

*マリアのベリーダンスのクラス

*お:子
1様のケーキポップ、チョコレートワークショップ

キヤプテンJOrgen Holmbergと いつしよにスペシャリレフオトセッション

サウンド・クリッパーバンドによるカクテリレメロデイー

キャプテンによるガラカクテJり 1-ティー

キッズ・ディスコパーティ(事前予約制、有料)

ゲームショー :The Game of Love

ス…バ…スターロジェミナイ・シンガポールドル30,888ジャックロボット・ビンゴ

(先行販売:7:30pm)

第―回ガラロ

'層

―:CIRCUS

スーバースター・ジェミナイ・シンガポールドル8,888ジャック・パッド・ロッタリー・ドロウ

ホテルマネジメント、クルーとグランドお男IIれ′1-ティ

キッズ・パジヤマ・パーテイ(事前予約制、有料)

アダルトショ…:DREAM ORS h PARADAISE HOTEL

スターダスト・ラウンジ

アクテイビテイー・センター

オブザバトリー・ラウンジ/KlV

スターダスト・ラウンジ

オブザバトリー・ラウンジ/KTV

アクティビティーロセンター

アクティビティー・センター

IR・ ラウンジ

オブザノヽトリー・ラウンジ/KlV

IR・ ラウンジ

オスカーサロン

オセアナ

オブザノヽトリー・ラウンジ/KTV

チャイJレ ド・ケアロセンター

スターダスト・ラウンジ

スターダスト・ラウンジ

スターダスト・ラウンジ

チヤイリレド・ケア・センター

スターダスト・ラウンジ

スターダスト・ラウンジ

スターダスト・ラウンジ

R・ラウンジ

スターダスト・ラウンジ

チャイルド・ケア・センター

スターダスト・ラウンジ

10階前方

10階前方

12階前方

10階前方

12階前方

10階前方

10階前方

10階中央

12階前方

10階中央

12階前方

12階中央

12階前方

11階勢
10階前方

10階前方

10階前方

11階後方

10階前方

10階前方

10階前方

10階前方

10階剪
11階後方

10階前方

tE7+.12H+4
Classic Rock

I2:ff)nn - l2:45pm

Today's Top Hits Music

1:00pm - 1:45pm

8:00pm - 8:45pm

クラス・オプロシックス・バンド

オセアナ、12階中央

Oldies But Goodies

9:15pm-10100pm

The 8est of Alternative

10:15pm-11:00pm、 11:15pm―

12:00nin

ピアニストロラズ
IRラウンジ、10階中央

Manda‖ n Classic Songs

8:15pm-9Ю Opm

Bost oF 60's

9:15pm-10:00prn

サウンド・ ロバンド

、ま

プロウン・リパプリックロトリオ
:Rラウンジ、10階中央

The Best of Carpenters

10:1 5prn-11:00pril

Tom Jones Greatest Hits

ll:15,nl-12:00rnn
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食
.ニングティー

食

夕食

(イン

第一回
第二回

12階中央
ル&インド料理 (豚肉、ラードフリー)

1:00pm-4:00p,γ l

(ハイティービュッフェ)

階後方

6:30am-9:30am
:   10:00ari-11:00am

12:00nn-2:30p:Tl

6:00prn-9:30pm

9階後方

7:00atvl-10:00alγ l

(洋食コンチネンタル)

12:00nn- 2:30p,Tl

(インターナショナル・ヴュッフェ)

6:30pm
9OOpm

9階中央

(1蓼 l肉 、ラードフリー)

6:30am-10:00am

(インド料理)

12:00nn-100p:m

(インターナショナル&インド率斗〕理)

1:00pm- 3:00pm

(イ ンド料理 )

食

　

食

朝

　

昼

マリナーズ
インド料理

ガラデイナー :

第一回

夜食

料有料レストラン

ブルー・ラグーン11階中央
キヤビンサービス/内線 11811

24時間

タイバン11階後方
中華料理&ステーム・ボー十
内線 11911

夕食:   6:00pm-9:00pm

6:30pm

11:30pm-1:00am

(インターナショナル&イ ンド料理
とお粥をご用意 )

注意 :

レストランのお席は全て先着願となつております。
又、お席の数は、レストランにお越しになられたお
客様の人数分のみの提供となつております。レスト
ランスタッフに告げられたお席をご利用ください。

混雑時において、他のお客様とのシェアテープル

をご案内させて頂く場合がございます。予めご了承
お願い致します。

無料レストランで再度食事をされたいお客様は、
追加の料金を頂戴致します。

オブザバトリー・ラウンジ/KTV

チヤンプスパー

トップサイダー

【Rラウンジ

ランデブーバー

12504

12603

11820

10720

9704

12階前方

12階中央

11階中央

10階中央

9階中央

l0:00am - 3:00am

lO:ff)am - 2:00am

9:00am - 2:00am

l0:00am - 3:00am

9:00am - 2:@am

医務室

レセプション

エマージエンシー(緊急時)

オスカー・サロン

ジム

キング・ネブチャー″Vレス・クラブ

麻雀ルーム

トツプサイダー・プール

ホツトスポツト・ウなッチ&ジュエリーシ●ップ

ホツトスボツト・トスコウ。ジュエリーシ月ップ

スタープティック

チャイルド・ケア・センター

アクテイビティ・センター

~.ヽ
スポット免税店

~―
,ヽア ー・コール

~―
―`・ニャラリー

1.1 ■ ■ tt

フオトー・ギヤラリー

■イミング・プール

ショアェックス・カウンター

6階前方

7階中央

12階前方

12階前方

12階前方

12階前方

11階中央

11階後方

:1階 後方

11階後方

11階後方

10階前方

9階中央

9階後方

9階中央

9階中央

9階後方

9:00am - I l:ff)am.

300pm -,fS0pm. 7$0pm-9:00pm

24ElEt

2a 6ls1

t2:00m - l200mn

7:00am - t2:fi)mn

12fl)nn - 1100mn

I 2$0nn - tO0am

8:00am - l0O0pm

6$hm - l:Glam

900am - l2{0mn

9O0m - 1:00am

2:00pm - l{X}am

2$0pm - l:fl)m

9:00am - l:fi)am

9$0am - lSOam

3:00pm -4$am. 5:@pm - 11O0pm

22

∞
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営業時間外は内線∞へお掛けください

12515(予約)

12∞5(予約)
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移 ム

o 喫煙は船内火災の主な原因になりま

す。またタバコの吸い殻を船外の海など

に投げ捨てることは国際法でも厳しく禁

じられております。

・ キャビン内で香やお守りなどを燃やすこと

は禁じられています。

・ アイロンや電気ポットなど加熱機器のご

利用は禁じられています。

・ 手すりやオープンデッキの柵などに座った

り、寄りかかつたりしないで下さい。

ご予約表の注意事項に記載されています

ように、全てのアルコール類(蒸留酒/ワイン/

ビール)の船内への持込は禁止されておりま

す。シンガポールヘのアルコールの持ち込み

はターミナルを出られる前のお荷物 X線検

査前に申請していただければ可能です。ア

ルコールの種類や容量により税金が掛かる

ことがございます。

迷子のお子様

迷子になつたお子様に関しては、安全のため

に一旦レセプションで保護致します。保護者

の方が見つからない場合、チャイルド・ケアロ

センターにてお預かり致します。30分を経過

すると利用料金を請求させて頂きますので、

くれぐれもお子様から目を離さないようお願い

申し上げます。

シンガポール入国管理局からのお知らせ

シンガボールに入国の際、お酒や、タバコ製品などのお持ち込みに対して、税金が発生いたします。予めご

了承下さい。

Cabin Up璽 堅Lキャビン・アツプグレード

窓付き、内側のお部屋からバルコニーもしくはスイートキヤビンヘのアップグレードをすると一泊に付き50シン

ガポールドルのダイニングクレジットをプレゼント。お部屋の空き状況や詳しい内容は7階中央のレセプショ

ン、または内線00にてご確認下さい。
イ
メンノトメイントを打″α力暉クのお客頻″ガ1家グとオク蹟九

″

船内でのWI―Rサービス

船内でWI―日をご利用いただけます。

ログインの仕方:

ステップ1:“ SSGemini''W― Fiに接続して下さい。

ステップ2インターネット・プラウザーを開いて下さい.例:chrOme、 safa● などのウェプサイトで(ssg.com)

を入力して下さい。

ステップ3:お好きなインターネット・パッケージをお選びいただきご購入いただくとおきやk様の船内口座に直

接請求されます。

*バウチャーをお持ちのお客様は、パウチャーをお選びいただきパウチヤー番号を入力下さい。

ステップ4:4桁のキヤビン番号と誕生日を入力下さい。

ステップ5:“Lt's Go"を 押していただくとインターネットにつながりご利用いただけます。

*再度ログインされる際は、4桁のキャビン番号と誕生日を入力いただきLd's Goを 押して下さい。

WMS国際ローミングサービスのご案内

“Cemul″ d Sea"GSMロ ーミング、船上での3Gサービス

国際ローミングサービスは音声とデータ通信が含まれ、クルーズ期間中、自動的に接続されます。料金はご

契約の携帯電話会社により異なり、ご利用料金は携帯電話会社の請求書に加算されます。ご利用を希

望されない場合は、携帯電話を機内モードに切替えていただきWi―Fiをお切りいただくか、船上に居る間、

携帯電話の電源をお切り下さい。

エクスプレス・チェック・アウト

ご精算の際にお客様の混雑を防ぐためのシステムになります。お申し込み用紙は7階中央のレセプションに

ございます。お手持ちのクレジットカードを事前に登録する事で、ご利用いただいた全ての金額が自動的に

精算されることになります。お申し込みは下船前日の深夜 12時までにレセプションにて承ります。

禁煙ポリシー

全てのレストラン、エレベータを含む全ての施設は禁煙になります。喫煙所は、オープン・デッキ及び一部の

パーのみとなつております。また、『 No Smoking』の表示がある場所では、喫煙はご遠慮下さい。

スーバースター。ジェミナイは8:00am頃にランカウイに到着致します。下船は入国審査が終了後に開始致します。到着から下船までの間、入国審査の進行状況

によりお待ちいただく可能性がございます。予めご了承下さい。

下船後、港や街中を歩かれる際、観光地でも埃、ガラス、砂利、坂道など道路状況が整つていない場所もございますので十分にご注意下さい。日頃と異なる清

潔ではない環境での飲食はくれぐれもお気を付け下さい。

ッア…1二重墜加されるお客整 ― 集合場所は10階前方スターダストラウンジです。集合時間はお持ちのツアーチケツトでご確認下さい。下船の際は、ツアーチ

ケットとキャビンカードをお忘れなくお持ち下さい。

ッワーE豊豊加されないお客欄:― 下船をスムーズにする為に、到着後の船内放送をお待ち下さい。船舶はお戻りが遅れたお客様を待つことなく出発致します

のでご了承下さい。下船される際はキャビンカ…ドをお忘れなくお持ちください。

全:壼壁坦:壁:盤:聾

`理

!:量壁:聾墜:墨型:旦2_旦_型匹堕塾!理型三菫:日壁型:墨璧塾L.

スターナビゲーターに記載されている全ての時間は船時間になります.お間違いのないように、お気を付け下さい。

マレー

皆様の安全のために

重要なご案内
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