
11:45 a.m.

12:00 p.m.

2:30 p.m.

3:00 p.m.

ドルフィンスター®号ヘようこそ！ クルーが安全な
スノーケリングについての説明とよく見かける
いくつかの海洋生物を紹介します。

クルーズ中はドルフィンウォッチングや360°の
パノラマ景色の展望デッキ、船内の散歩など、
ご自由にお楽しみください。イルカや他の海洋生物
を見つけた時には、キャプテンが船内放送にて
ご案内します。イルカについてご質問のある方は
ナチュラリストにお気軽にお尋ねください。キッズ
プログラムなどもお楽しみください。

ランチを楽しんだ後は、ワイアナエ海岸線の
ベスト・スノーケリングスポットに向かって行き
ます。ここでは美しい珊瑚や豊富な海洋生物
（テングハギ、フグ、アオウミガメなど）が生息して
ます。ダイバーがこれからスノーケリングツアーへ
お連れします。

スノーケリング後はオリジナルブルードルフィン
カクテル、フレッシュパイナップルなどのスナックを
用意してますのでお楽しみください。

クルーが皆様の下船をご案内するまでどうぞ
おくつろぎください。

AT  WA I ’ A N A E  B O AT  H A R B O R

CRUISE EVENTS

(808)  983-STAR (7827)  •  Dolphin-Star.com

PHOTOS & SOUVENIRS
Memory Photo in Logo Paper Jacket, no obligation to 
purchase.   
記念写真（ペーパージャケット入り）はご希望の方にのみ販売 
いたします。...................................................................................$20.00

次回ドルフィンスター®号のクルーズにご乗船の際、VIPカードを
提示されますとスペシャルギフトプレゼント。



‘ONO GOURMET BURGER  
BBQ BUFFET LUNCH

グルメバーガーBBQビュッフェランチ

船上で焼き立て
プレミアムビーフハンバーガー 

バンのセレクション 
焼き立てのタロまたはカイザーバン

グルメのトッピング
グリルドパイナップル＊、アボカド＊ 
完熟トマト＊、パープルオニオン＊ 

レタス＊、ピクルス＊

チーズ各種
チェダー、スイス

ソースのセレクション
テリヤキ＊、スパイシーBBQ＊ 

トマトケチャップ＊、マヨネーズ、マスタード＊

ポテトチップストリオ
タロ＊、マウイスタイル＊、スイートポテト＊

デザート
ホームメイドチョコレートウォルナッツブラウニー

ビーガンセレクション ＊ の印がついています。 

生や半生の肉類、鳥肉、魚介類、卵を食べることは、食中毒のリスクが高まる事をご了承ください。

スノーケリング後のスナック
フレッシュパイナップル＊

マウイスタイルポテトチップス＊
ホームメイドチョコレートウォルナッツブラウニー

ドルフィンスターオリジナル ブルードルフィン カクテル
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アルコールと(V)ノーアルコールカクテルは各8ドル、
ソフトドリンクは各4ドルとなります。

TROPICALS & COCKTAILS                             トロピカル＆カクテル                               
Bloody Mary, Mai Tai (V), Blue Dolphin (V)
ブラディマリー、マイタイ(V)、ブルードルフィン(V)

Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Budweiser
カベルネソービニオン、シャルドネ、バドワイザー

SOFT DRINKS                                                                   ソフトドリンク
Coca-Cola, Diet Coke, Lemon-Lime, Pineapple Juice
コカコーラ、ダイエット コーク、レモンライム、パイナップルジュース

BEVERAGE MENU

2-JPN



DOLPHIN FACTS

イルカは、生物学的分類ではクジラ科のほ乳類に属し、小型の
歯クジラ類の総称で、一般に体長4メートル以下の種類のものを
指します。

ハワイのイルカは、太平洋の他の地域のイルカのように捕獲
されたりしなかったので、あまり人間やボートを恐れません。 
昔からハワイアンは、イルカを海の案内人として利用して
きました。ハワイの海で最も多く見かけられるイルカは
ハワイアン・ハシナガイルカ（平均体重約68キロ）、マダラ
イルカ（平均体重約９０キロ以上）、バンドウイルカ（平均体重
約272キロ以上）の3種類です。

感 覚: ほとんどのイルカは水中でも水の外でもよく見える視角を
持っています。聴覚は人間より優れ、超音波を使いこなします。
触覚もよく発達していますが臭覚がありません。ただ味わう
ことはできるので、魚によって好き嫌いがあるようです。

コミュニケーション: イルカは「音」でコミュニケーションを
とります。観察していると、カチカチという音や、ヒューヒューと
いう音など、さまざまな音を出しているのが聞こえます。

行 動: イルカは夜間に深海の方に行き、魚、エビ、イカなどを
食べます。日中は休息したり、社交したり、遊んだりしています。
これ以外のイルカの行動の意味はまだ完全に解明されて
いません。
  
一 生: メスの妊娠期間は10ヶ月半で、授乳期間は1～2年間。
寿命は約20年と言われています。

海洋生物が見つかった場合、 キャプテンが

クロックシステムを使い、その方角を示します。  
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イルカが見える保証付き イルカが見られなかった
場合、無料乗船券“ドルフィンチェック”をプレゼント
（食事、送迎、スノーケルアップグレードはオプション
となります）。
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緊急時には
当船のキャプテンとクルーは急病人、ケガ人の救急看護手当の
特別訓練を受けております。ご気分が悪くなったり、ケガをされた
場合にはすぐクルーへお知らせください。万が一、船舶に異常や
事故が発生した場合には、落ちついてご着席いただき、クルーの
指示に従ってください。救命ベストの使い方は下記をご覧くだ 
さい。ライフジャケットは、座席クッションの下にございます。

安全第一
甲板や階段に備え付けの手摺りはお客様の安全のための
ものであり、腰をかけたり、登ったりすると大変危険です。また、
外階段は潮風や湿気で滑りやすくなっておりますので、充分
ご注意ください。

喫煙について
他のお客様にご迷惑がかかりますので、ドルフィンスター号内
では全面禁煙とさせていただきます。

ハワイ州飲酒法
州の法律で飲酒は２１歳からとなっております。アルコール類の
ご注文の際、写真付き身分証明書をご提示いただく場合が
あります。ご了承ください。また、アルコール類を船から持ち出す
ことは禁じられております。

海と海洋生物を守りましょう
ごみ箱が備え付けてあります。海には何も捨てないようご協力
お願いします。当社はNOAAの研究で示された海洋生物に
とって安全なクルーズ速度で操行し、海洋生物に有害とされる
ソナーを使用していません。そして意図的にイルカを
追いかけたりしません。

ドルフィンスター®号について
ドルフィンスター®（ホクナイア）号は、エコフレンドリーな１４９人
乗り、２デッキカタマラン。野生のイルカを見たり、美しい楽園の 
スノーケルを楽しめるようカスタムデザイン！　全長65フィート、
EPAエンジン、ハイブリッドパワージェネレーション、GPS 、 
オートパイロット、レーダーを搭載。展望デッキと外部デッキからは、
視界360°のパノラマが望めます。ダイニングエリア、バー、トイレ、
バーベキュー、スイミングの設備も完備。

救命ベストの前を開き、
頭を通します。

ヒモを身体に回し、ヒモにつ
いている黒い留め金を
リングにかけます。

ヒモの端を引っ張って、
救命ベストを身体に固定
します。

IMPORTANT
INFORMATION

4-JPN



スターオブホノルル・クルーズ&イベント®社を 
お選び頂きありがとうございます。

もし皆様が、お楽しみ頂けましたら、 
StarofHonolulu.com/TripAdvisorに 
クチコミを投稿してください。また当社の

フェイスブック(@DolphinStarCruises)、
インスタグラム(@DolphinStarHI)で

フォローもお忘れなく。 
素晴らしい写真が撮れたら

#DolphinStarHIを付けてシェア！


