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◆ホテル情報

◆客室情報

◆主な客室

◆主なレストラン

◆主なバンケット

※3名様分の料金をお支払いいただければ、トリプルルーム確約致します。（ベッドタイプの確約は不可）　2016年より

テラス : スマートカジュアル(プールやジム用のウェア、バスローブ、ホテルのスリッパはお控えください)午後 8 時以降はビジネスカジュアル　午後 9 時以降 : 19 歳以上
【スパゴのドレスコード】ダイニングルーム : ビジネスカジュアル、13 歳以上。お子様は大人の同伴が必要です。

ダブルベッドのみ

金庫

お部屋間の通話

市内通話

各室完備　(無料)　4桁の暗証番号を設定してご利用下さい

７＋4桁のお部屋番号(10階以上)　77+3桁のお部屋番号

9+電話番号

×

X

X

チョコレート、チーズ、ワインあります（クラブ55にて）

ツイン

1階

カジノ2階 1500-2230

1130-23;00 

ザ　クラブルーム (ガーデン・シティビュー） 61㎡ 2

1 OR 2

備考

禁煙  タワー3

喫煙あり　タワー1　22,24階/タワー2　34、35階

部屋 サイズ タワー

レストラン名 種類 場所

1階 0700-2230

席数

1階 朝食（コンチネンタルブレックファースト）
ラウンジ

カリフォルニア居酒屋

0700-0200

100 2000-000

フレンチ

モダンアジアン 57階 0700-0200 クラブルーム以上のカテゴリーのお客様ご利用可能(朝食07:00-10：30）

1800-2330

ライズラウンジ

1100-0300

和食 カジノ2階

チョコレートバー 55階

別途フロアプランご参照下さい

ギ・サヴォワ　　

アドリフト

スカイ　オン　57

歯ブラシ
無料飲料水 ○ バスタブ

※city view(追加料金　あり）

※garden view(追加料金　なし)

*シティービューの場合、お部屋の階数は19階以上となります。

チョコレートバー

http://jp.marinabaysands.com/Singapore-Conventions/Facts-and-Figures/

プレミア以上○

プレミア

(ガーデン・シティビュー）

（ハーバービュー・スカイビュー）

47㎡

RQ○○ スリッパ ○

シアター クラスルーム 備考

クラブルーム以上のカテゴリーのお客様ご利用可能(朝食06:30-10：00）

最大45000名、２５０もの会議に対応可能。

営業時間

ライズ

高さ カクテル場所

ヒデ　ヤマモト
ジン　シャン　ロウ 中華

1階

サンティー タパス カジノ2階

ブッフェ宴会場名 サイズ

冷蔵庫

備考

クラブ55 ラウンジ 55階 100 0700-1900

朝食ブッフェ6：30-10：30　*インターナショナルブレックファーストオールデイダイニング 0630-0000

○

髭剃り ○

ミニバー ○ バスローブ ○ NHK(日本語)

日本語新聞

チェックイン/チェックアウト 1500 / 1100 インターネット環境 全館WiFi無料
備考

湯沸し ○

鍵 カード コーヒー＆紅茶

セイフティーボックス ○

インターネット接続 全館wifi無料シャワールーム ○○

ドライヤー ○ 館内日本語案内

開業年(最新改装年) 2010年 周辺情報 カジノ、ショッピングセンターに隣接

ロビー 1階 喫煙 50室(プレミア、クラブルーム)一般スペース不可(喫煙場所あり)
階数 57階 エグゼクティブラウンジ 55階(クラブ55)06:30-19:00

プール

総客室数 2560部屋

タワー1-55階 10：00-22：00　15トリートメント室

マリーナ ベイ サンズ

ウェブサイト

ジム　05：00-23：00　タワー2-55階

電話 65 6688 8868 日本人スタッフ 営業0名、フロント7~8名

MRTベイフロント駅　徒歩5分 スパ
クラス

住所 10 Bayfront Avenue, Singapore 018956

デラックス

(ガーデン・シティビュー）

（ハーバービュー・スカイビュー）

39㎡ 3

シャンプーと石鹸

ライズ

アドリフト

スパゴ

朝食

冷蔵庫は自動チャージとなり、取り出された商品の料金は自動的にお部屋付けとなりますのでご注意下さい。

朝食場所

97㎡ 特定なしオーキッドスイート

○

○

MARINA BAY SANDS

www.marinabaysands.com

空港からのアクセス 約30分 フィットネス

グランド　クラブ 79㎡ 特定なし

★★★★★
ロケーション

シティビュー設定

19Fから

19Fから

T2の35-49F

19Fから

○

インフィニティープール

クラブ55 or スカイオン59

バスタブ

X

○

○

○

○

1階(ライズ)  06：30-10：30

ライズ

アドリフト

スパゴ
クラブ55 or スカイオン57

クラブ55 or スカイオン58

○

タワー2　35階以上　ダブルベッドのみ

ダブルベッドのみ

○

デラックスルームホテル外観

スパゴ カリフォルニアダイニング 57階 200 0700-2200 朝食（コンチネンタルブレックファースト）テラス席

★その他情報★ 

カジノ・・・ 
24時間 （21歳未満入場不可）    1F 禁煙フロア 

シンガポール居住者は要入場料（ＳＧＤ１００） 

スカイパーク・・・ 

http://jp.marinabaysands.com/Singapore-Conventions/Facts-and-Figures/
http://www.marinabaysands.com/


※情報は予告なく変更する可能性がございます。

その他のサービス
Baby sitter (外注) $25/hour min 4 hour
Qube $20/hour 6-17years, 10;00-23;00                                                                                                                            

Airport Limousine　 Standard $120
Luxury $225

3hour prior request must

シンガポール居住者は要入場料（ＳＧＤ１００） 

スカイパーク・・・ 

10;00-22;00 (最終21：30入場)  

タワー3隣の地下のチケットセンターにてチケット販売 大人 ＄23 子供(2-12歳) ＄17 シニア（55歳以上） ＄20 

MBSモール・・・   

最終的には約300店のブランドショップと25軒のレストラン 

遊覧船(サンパン)大人＄１０、子供(2-12歳)＄6 定員2名 

スケートリンク 10;00-22;00 (SGD7(6) /hour, 靴SGD3) 


